
 

The Spirit of South Africa 

 
SA Tourism Japan Trade and Media Newsletter 
July / August / September 2017 

 
 

  



                     

  

1 
 

The Spirit of South Africa 

 
 

  
メッセージ 

ブラッドリー・ブラウワー 
南アフリカ観光局 

     アジア太平洋地区プレジデント 
 

2017/18 年度 第 2 四半期（7〜9 ⽉）に⼊り、南アフリカ観光局では引き続き、南
アフリカの認知度向上および旅⾏者数増加を⽬的に、トレードサポートおよび様々な
マーケティング活動を展開しました。特に今期は、７⽉に毎年恒例のトレードワーク
ショップを東京で⾏い、オープニングセミナーに加えメディアインタビュー、カクテ
ルレセプションを開催しました。また９⽉にはツーリズム EXPO ジャパン 2017 に出
展しました。さらに、ツーリズム EXPO ジャパンに伴い、南アフリカ共和国の観光⼤
⾂および南アフリカ観光局の最⾼経営責任者（CEO）を⽇本へ招致し、関係各所への
表敬訪問をはじめ、南アフリカ観光局主催のランチレセプションやツーリズム EXPO
期間中のイベントにて、南アフリカの魅⼒を最⼤限にアピール致しました。そのほか、
トレードパートナーへの誘導キャンペーンやコラボレーション等のアクティビティ
も積極的に⾏って参りました。 

私どもは、南アフリカの多様性に富んだ⽂化や貴重な遺産、そして⽇本の皆様との⼼
のつながりをより強固なものにしていくとともに、南アフリカのコストパフォーマン
スの⾼さを広く知っていただけるようバラエティ豊かな旅程の創出にむけてさらに
取り組んでいく所存です。 

⽇本の旅⾏業界ならびに報道関係の皆様からは、⽇頃より多⼤なるご⽀援を賜り⼼よ
り感謝しています。引き続き皆様のご⽀援とご協⼒を賜りますよう、よろしくお願い
申し上げます。 

ありがとうございます。 
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マーケティング&コミュニケーションズ 

 

⽬ 次 

 
P 3  『南アフリカ観光局 x トリッピース x ⽇本旅⾏』    

オリジナルツアー催⾏ 

P 4 南アフリカの魅⼒がテレビに続々露出 

P 5 ポジティブな露出の持続に向けて、          
メディアホスティングを継続的に展開 
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『南アフリカ観光局 x トリッピース x ⽇本旅⾏』 

オリジナルツアー催⾏ 
 

南アフリカ観光局は、みんなで旅を作るウェブサービスの「トリッピース（trippiece）」
とのコラボレーション第２弾を⾏い、オリジナルツアー「世界でココだけ！荒野に現
る“奇跡の花園”をハント＠南アフリカ」が、8⽉23⽇から9⽉2⽇にかけて催⾏されま
した。今回のコラボレーションでは「⽇本旅⾏」とタッグを組み、⼤⼈気の奇跡の花
園ナマクワランドでのフラワーハントをはじめ、ケープタウンおよび周辺ツアーでテ
ーブルマウンテンに登ったり、ケープペンギンに出会ったり、南アフリカの魅⼒がぎ
っしり詰まった旅となりました。ツアー参加者は合計19名で、南アフリカの絶景はも
ちろん美味しい⾷事やワイン、ルイボスティーを堪能しました。 
 

  



                     

  

4 
 

The Spirit of South Africa 

 
 
 
 

南アフリカ観光の魅⼒がテレビに続々露出 
 
南アフリカ観光局では、⾏ってみたい旅⾏⽬的地として、南アフリカの溢れる魅⼒を
メディアを通じて露出し続けるために、⽇本の様々なメディアによる現地での取材・
撮影をサポートするほか、情報提供等も積極的に⾏っています。2017/18 年度の第 2
四半期は、前期に引き続きテレビでの露出が多数ありました。BS-TBS「世界の窓」
は、7 ⽉ 14 ⽇に 4 ⽉と 6 ⽉に 4 回放映されたシリーズ最終回で、ヨハネスブルグの
ソウェト地区にある南アフリカ元⼤統領の故ネルソン・マンデラ⽒がかつて住んでい
た家が紹介されました。また、TBS の⼈気番組「世界ふしぎ発⾒！」では 9 ⽉ 2 ⽇
に、南アフリカの海でダイヤモンドを⾒つける宝探しツアーや世界的なコンクールで
あのウィーン少年合唱団をおさえて最優秀賞に選ばれたことのあるドラケンスバー
グ少年合唱団が紹介されました。さらに、9 ⽉ 16 ⽇にはフジテレビ「世界の何だコ
レ!?ミステリー」（2016 年 9 ⽉ 28 ⽇の再放送）で、ジャンプするサメの撮影にチ
ャレンジする様⼦やシャークケージダイビングが紹介されました。 
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ポジティブな露出の持続に向けて、              

メディアホスティングを継続的に展開 

南アフリカ観光局では、⾏ってみたい旅⾏⽬的地として、南アフリカの溢れる魅⼒を
メディアを通じて露出し続けるために、⽇本の様々なメディアによる現地での取材・
撮影をメディアホスティングとしてサポートしています。2017/18 年度の第 2 四半
期において、テレビ２番組をはじめカード誌 1 媒体のホスティングを⾏いました。ま
た、グローバルファム「Beach & Safari & Spa」では、デジタルメディア 2 媒体が
⽇本から参加しました。2017/18 年度の第 2 四半期におけるメディアホスティング
によるデジタルメディアとプリントメディアの露出のハイライトは、5 ⽉に開催され
た INDABA2017 とポストツアーの様⼦が続々と紹介されました。旅⾏業界紙のウィ
ングトラベル（7 ⽉ 3 ⽇）では、「南アフリカの新スポット、ポートエリザベス／海
と陸、ふたつのサファリが⼈気」が掲載され、ほかトラベル情報サイトの TRIPʼS（7
⽉ 19 ⽇、7 ⽉ 21 ⽇）、トラベルビジョン（7 ⽉ 26 ⽇）、共同通信配信による⼭陽
新聞（8 ⽉ 16 ⽇）、東京新聞（9 ⽉ 7 ⽇）に掲載されました。 
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業界関連 

 

⽬ 次 
 
P 7 トレードワークショップ 2017 を東京で開催 
 
P 8  観光⼤⾂来⽇に伴いランチレセプションを東京で開催 

P 9  ツーリズム EXPO ジャパン 2017 に出展 

P 10  DDC でトレードパートナーをサポート 

P 11  主要なトレードパートナーが継続的に開催している         
⼀般向け旅⾏セミナーをサポート 
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トレードワークショップ 2017 を東京で開催 
 

南アフリカ観光局は、毎年恒例のトレードワークショップを7⽉5⽇（⽔）にコンラッ
ド東京にて開催しました。総勢266名の旅⾏業界関係者や報道関係者がワークショッ
プおよびオープニングセミナーに参加、うち49名の報道関係者が来場しました。業界
関係者は商品造成や関係構築のため、南アフリカから来⽇した宿泊施設や豪華列⾞、
エアラインのなどの出展者約35社と商談や情報交換を⾏い、報道関係者はオープニン
グセミナーの取材をはじめ、南アフリカ観光局アジア太平洋地区プレジデントのブラ
ッドリー・ブラウワーおよびネルソン・マンデラ・ベイ・ツーリズムのマンダカジ・
スケフィーレ代表へのインタビューを⾏いました。 

また、ワークショップ終了後には、カクテルレセプションが開催され、今年7⽉で「南
アフリカ観光親善⼤使」就任⼆周年を迎えた⼥優の⾼橋ひとみさんも来場。昨年2⽉
下旬から3⽉初旬にかけて訪問したワインランドを始め、ケープタウン、クルーガー
国⽴公園、豪華列⾞ブルートレインの体験など、南アフリカの旅の魅⼒を語りました。 
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観光⼤⾂来⽇に伴いランチレセプションを東京で開催 
 

世界最⼤級の旅の祭典「ツーリズム EXPO ジャパン」へ参加するため、南アフリカ共
和国トコジレ・カーサ観光⼤⾂および南アフリカ観光局シサ・ンツォーナ最⾼経営責
任者が 9 ⽉ 19 ⽇から 23 ⽇まで 5 ⽇間にわたり来⽇しました。南アフリカ観光局は、
彼らの来⽇に合わせて、9 ⽉ 20 ⽇にコンラッド東京にてランチレセプションおよび
記者会⾒を開催。⽇本でのキートレードパートナーを含む旅⾏業界関係者および報道
関係者ら総勢 70 名が参加しました。カーサ観光⼤⾂は、今後の⽇本⼈旅⾏者の増加
に期待しており、⽇本の旅⾏業界との意⾒交換を積極的に進めていくとともに、消費
者に向けてはオンラインでの情報提供を拡⼤していきたいと、今後の⽅針を述べまし
た。また、レセプションおよびインタビューには、今年 8 ⽉ 31 ⽇付で南アフリカ駐
⽇特命全権⼤使に任命されたトゥラニ・ロモ⼤使および南アフリカ観光局アジア太平
洋地区プレジデントのブラッドリー・ブラウワーも同席し、⽇本マーケットの重要性
を⽰しました。 
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ツーリズム EXPO ジャパン 2017 に出展 
 

南アフリカ観光局は、9 ⽉ 21 ⽇から 4 ⽇間にわたり東京ビッグサイトで開催された
世界最⼤級の旅の祭典「ツーリズム EXPO ジャパン 2017」に出展しました。” Meet 
South Africa”をテーマに、ブース内には南アフリカ旅⾏で体験できるアクティビテ
ィや息をのむ絶景、またカルチャー＆シティライフの魅⼒が⼀⽬でわかるパネルを設
置。さらに南アフリカの象徴アイコン、紙幣にも印刷されているライオン・象・サイ・
ヒョウ・バッファローに加え、クジラ・ホオジロザメの「Big5＋2」パネルのほか、
今年新たにユネスコ世界⽂化遺産に登録された「コマニの⽂化景観」を含む９つの世
界遺産パネルを設置しました。また、特設コーナー「驚きの連続!!VR で南アフリカ
を体感しよう!!」は常に⾏列ができるほど⼤⼈気でした。イベント初⽇にはテレビ番
組の取材も⼊り南アフリカの魅⼒を紹介。さらにイベント期間中にはドラムカフェに
よるマリンバとドラムのライブパフォーマンスをブース内および会場内の特設ステ
ージにて⾏い、ブース内でのステージ終了後にはフェイス・ペインティングもサービ
ス。そのほか、南アフリカ産ワインの試飲会、パネルの中から答えを探すクイズ⼤会
を実施。クイズの正解者にはビーズ装飾が可愛いボールペン等の南アフリカグッズが
もれなくプレゼントされました。またルイボスティーも販売し、南アフリカの多彩な
魅⼒を伝えました。「ツーリズム EXPO ジャパン 2017」開催中の総来場者数は、過
去最⾼の 191,500 ⼈を記録。南アフリカ観光局のブースにも 1,000 ⼈を超える⼤勢
の来訪者がありました。 
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DDC でトレードパートナーをサポート 

 
南アフリカ観光局は、旅⾏ポータルサイトのTravel Zooおよびフォートラベルにて6
⽉から8⽉にかけてキャンペーンを実施しました。Travel Zooでは7⽉3⽇より1ヶ⽉
間、南アフリカのパッケージツアー5種を紹介したプレミアムページをウェブサイト
に設置。また7⽉5⽇には、週間メールマガジン「The Top 20」をTravel Zooの登録
会員50万⼈に配信しました。この「The Top 20」にはTop 9に「豪華寝台列⾞ブル
ートレインで巡る南部アフリカの旅」がランクイン。また、フォートラベルでは6⽉
28⽇より展開中の春のお花をテーマにした「春の南アフリカ スペシャルキャンペー
ン！」ページ内にて、植物スペシャリストのインタビュー記事を7⽉5⽇に掲載し、南
アフリカ固有の植物を紹介。さらに、南アフリカのパッケージツアーへのバナーより
キートレードパートナーのパッケージプランへ誘導するなど、南アフリカへの旅⾏者
獲得に協⼒しました。 
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主要なトレードパートナーが継続的に開催している      

⼀般向け旅⾏セミナーをサポート 

南アフリカ観光局ではトレードパートナー各社が主催する旅⾏説明会を継続的にサ
ポートしています。第2四半期においては、6⽉に開催されたクラブツーリズムによる
豪華ツアー商品「豪華列⾞ブルートレインのチャーターツアー」説明会の⼀環で、ブ
ルートレイン関係者が7⽉5⽇に開催された南アフリカ観光局主催のワークショップ
出展来⽇に合わせて、7⽉6⽇にブルートレインのツアー説明会が再度開催されました。
また、阪急交通社による⼈気商品「Trapics」の説明会が9⽉29⽇に開催され、11⽉
／12⽉に催⾏の南アフリカへのスペシャル・パッケージプラン３種（６⽇間・7⽇間・
10⽇間）が紹介されました。中でも6⽇間のツアープランは、⼤⼈気で説明会当⽇に
は既に100名の予約が⼊っていました。参加者は50代から70代のお客様21名。南ア
フリカ観光局は、リーフレット「これがあれば南アフリカ旅⾏も安⼼̶快適持ち物リ
スト」と南アフリカのお花のパンフレットを提供しました。 
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イベント・南アフリカ⼤使館との連携 

 

⽬ 次 

 
P 13  南アフリカ⼤使公邸で「JET ウェルカム・レセプション」

開催 

P 14  ⺠⾳⾳楽博物館主催「7・18 ネルソン・マンデラ⽒⽣誕
の⽇」記念⽂化講演会 

P 15  ⺠主⾳楽協会主催「ドラケンスバーグ少年合唱団」   
⽇本公演 

P 16  来⽇ 10 周年の「ドラムストラック」東京公演 

P 17  ドラムストラック特別企画「東京湾クルーズ」で南アフ
リカ観光親善⼤使の⾼橋ひとみさんトークショー開催 

P 18  ヘリテージデーに際して、南アフリカ⼤使館が    
⼤使公邸でレセプションを開催 
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南アフリカ⼤使公邸で「JETウェルカム・レセプション」開催 
 
JETプログラム（The Japan Exchange and Teaching Programme）により、南ア
フリカから来⽇した先⽣35名の「ウェルカム・レセプション」が7⽉25⽇に南アフリ
カ⼤使公邸にて開催されました。レセプションには約50名の関係者らが招待され、駐
⽇特命全権⼤使をはじめ、南アフリカ商⼯会議所（SACCJ: South African Chamber 
of Commerce Japan）など関係各者より祝辞が述べられました。南アフリカ観光局
は、これから⽇本全国の⼩・中学校や⾼等学校へ赴任する35名の先⽣らへ、⽇本の⽣
徒達と共有するための南アフリカの基本情報等のブックレットを贈呈しました。 
 
JET プログラムは、地⽅⾃治体が総務省、外務省、⽂部科学省及び⼀般財団法⼈⾃治
体国際化協会(CLAIR)の協⼒の下に実施されています。主に海外の⻘年を招致し、地
⽅⾃治体、教育委員会及び全国の⼩・中学校や⾼等学校で、国際交流の業務と外国語
教育に携わることにより、地域レベルでの草の根の国際化を推進することを⽬的とし
ています。また、今年で JET プログラム開始 31 年⽬を迎え、開始以来 67 ヶ国から
6 万 6,000 ⼈以上が参加しています。 
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南アフリカ⼤使館／⺠⾳⾳楽博物館主催 
「7・18ネルソン・マンデラ⽒⽣誕の⽇」記念⽂化講演会 

 
南アフリカ共和国⼤使館および⺠⾳⾳楽博物館が主催の「7・18ネルソン・マンデラ
⽒⽣誕の⽇」記念⽂化講演会が、8⽉8⽇に⺠⾳⽂化センターにて開催されました。南
アフリカ⼤使館のロイス・クズワヨ臨時代理⼤使が出席し、来年のマンデラ⽒⽣誕
100周年に向けて記念講演を⾏いました。さらに、南アフリカのドラケンスバーグ少
年合唱団によるパフォーマンスも⾏われ、スタンディングオベーションで幕を閉じま
した。 
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⺠主⾳楽協会主催 
「ドラケンスバーグ少年合唱団」⽇本公演 

 
今年で創⽴50年を迎える南アフリカのドラケンスバーグ少年合唱団は今夏、15年ぶ
りに来⽇しました。今回の⽇本ツアーのコンセプトは、「⽂化を深め、持続可能な両
国の関係を築き、芸術を通して⼈間性の交流を図ること」。7⽉4⽇、神奈川県横浜市
でのステージを封切りに、全国25会場を巡る1ヶ⽉強にわたりコンサートツアーを催
⾏し、⼤成功を収めました。ツアー最終⽇は8⽉10⽇で、東京都⽂京区⽂京シビック
センターにてラストステージを開催。12カ国におよぶ駐⽇⼤使らをはじめ、およそ
1,800⼈の観客が来場し会場は盛り上がりを⾒せました。南アフリカ観光局アジア太
平洋地区プレジデントのブラッドリー・ブラウワーおよびトレードリレーションシッ
プ・マネージャーも招待され、ドラケンスバーグ少年合唱団⽇本公演のラストステー
ジを堪能しました。 
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来⽇10周年の「ドラムストラック」東京公演 

 
ホリプロ、フジテレビジョン、WOWOWが主催するドラムストラック（drumstruck）
東京公演が8⽉16⽇より約２週間にわたり開催されました。ドラムストラックが
2008年に初来⽇してから、今年で⽇本公演10周年を迎えました。これを記念して、
東京公演初⽇の8⽉16⽇には、後援の南アフリカ⼤使館および南アフリカ観光局も招
待されました。さらに、南アフリカ観光親善⼤使の⼥優 ⾼橋ひとみさんも来場し、
ステージを楽しみました。約１時間半のショーでは、来場者全員の各席にジェンベが
⽤意され、ステージと会場が⼀体になるパフォーマンスがあり、ショー最後の歌
「Wavinʼ Flag」では、南アフリカ⼤使館が観客に南アフリカの国旗を配るなど、旗
を振りながらおおいに盛り上がりました。さらに、ステージ後には、報道関係者対象
に南アフリカ観光親善⼤使 ⾼橋ひとみさんとパーフォーマーへの囲み取材が⾏われ、
ドラムストラックの素晴らしさや南アフリカの魅⼒が語られました。 
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ドラムストラック特別企画「東京湾クルーズ」で 
南アフリカ観光親善⼤使の⾼橋ひとみさんトークショー開催 

 
ドラムストラック（drumstruck）東京公演中の特別企画として、8 ⽉ 22 ⽇と 23 ⽇
の午後 2 時の公演のみ対象で「東京湾クルーズ付チケット」が販売されました。これ
は、天王洲 銀河劇場での公演終演後に出航し、約 45 分間クルーズ船で東京湾を巡る
スペシャルチケット。8 ⽉ 23 ⽇はサプライズ企画で、南アフリカ観光局のサポート
により、南アフリカ観光親善⼤使の⼥優 ⾼橋ひとみさんの船上トークショーを開催
しました。また、南アフリカ観光局は、南アフリカワイン（⾚・⽩）も提供。チケッ
トはワンドリンク付でしたが、この⽇は美味しいワインが何杯も飲めました。さらに、
南アフリカのビニール製看板を再利⽤して作製されたカラフルなリサイクルバッグ
と南アフリカのビーズで装飾されたお⼈形ストラップのお⼟産も配られました。 
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ヘリテージデーに際して 
南アフリカ⼤使館が⼤使公邸でレセプションを開催 

 
南アフリカ⼤使館は9⽉25⽇、南アフリカの祝⽇「ヘリテージデー（伝統⽂化継承の
⽇）」に際して、南アフリカ共和国⼤使公邸で祝賀レセプションを開催しました。国
会議員や外務省の関係者、また財界からは南アフリカに進出している企業関係者など
約60⼈が列席。南アフリカ観光局のトレードリレーションシップ・マネージャーも招
待を受けました。今年8⽉31⽇付で南アフリカ駐⽇特命全権⼤使に任命されたトゥラ
ニ・ロモ⼤使は、南アフリカの伝統的な⾐装で各ゲストをお迎えし、南アフリカと⽇
本両国のさらなる友好関係に期待を込めました。 
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⼥優 ⾼橋ひとみさん「南アフリカ観光親善⼤使」 

就任⼆周年を迎える 
 
南アフリカ観光局は、毎年恒例のトレードワークショップを 7 ⽉ 5 ⽇（⽔）にコンラッ
ド東京で開催した。当⽇は昨年を上回る 266 名の旅⾏業界関係者や報道関係者がワーク
ショップへ参加した。 
 
オープニングセミナーでは、南アフリカ観光局 アジア太平洋地区プレジデントのブラッ
ドリー・ブラウワー⽒および、トレードリレーションシップ・マネージャーの近藤由佳⽒
によるプレゼンテーションが⾏われ、⽇本マーケットでの活動をはじめ、⽇本から南アフ
リカへの渡航者数の推移や SNS を利⽤したマーケティング活動、2017 から 2018 年の
マーケティング戦略について説明した。 
 
また、南アフリカの観光業の国策として、観光セクターが南アフリカの経済成⻑につなが
ることを踏まえ、国を挙げて観光業の促進に⼒を⼊れていくことを⽬的とした新たなキャ
ンペーン「I Do Tourism」や、海外から 400 万⼈の旅⾏者増加と国内旅⾏を 100 万⼈増
やし、5 年間で 500 万⼈の旅⾏者の増加を⽬指す「5 in 5」を、⼤きな⽬標として掲げて
いることを⾔及した。さらにワークショップ会場では、新たな商品造成や関係構築のため、
南アフリカから来⽇した宿泊施設や豪華列⾞、ホテル、エアラインのなど 35 もの出展社
と参加者が、商談や情報交換を熱⼼に⾏った。 
 
ワークショップ開催に伴い「南アフリカ観光親善⼤使」に 2015 年に就任し、7 ⽉に就任
⼆周年を迎えた⼥優の⾼橋ひとみさんも、レセプションへ出席。昨年南アフリカへ訪問し
た経験を通して「南アフリカといえば、サファリや⼤⾃然というイメージがありますが、
ケープタウンやヨハネスブルグは、おしゃれなお店やレストランが沢⼭ある⼤都会です。
特に、南アフリカの豪華列⾞ブルートレインでは、ラグジュアリーな気分を楽しむ事がで
きました。ぜひ皆さまも、⽬⼀杯おしゃれをして、ワインを⽚⼿に素晴らしい景⾊を南ア
フリカで楽しんで頂きたいと思います」と、南アフリカの旅の魅⼒を語った。さらに「南
アフリカは、時間やお⾦に余裕がある⽇本のシニア層の⽅々に、⼀⽣に⼀度の旅先として
とても⼈気がありますが、もっと若い 30 代や 40 代の⽅々にも、是⾮南アフリカへ⾏っ
ていただきたいと思っています。⼀度⾏ったら必ずもう⼀度⾏きたくなる魅⼒溢れる国で
すので、⼀⽣に⼀度と⾔わず、何度も南アフリカを楽しんでもらいたいです」と加えた。 
 
南アフリカ観光局は引き続き、メディアへの露出強化およびトレードパートナーとのキャ
ンペーンを含めた積極的なマーケティング活動を⾏っていくとともに、旅⾏系ウェブサイ
トを積極的に活⽤し、現在渡航者の多くを占めるシニア層に加え、若年層などより幅広い
年齢層へのアプローチを図り、さらなる旅⾏者の呼び込みに取り組んでいく。 
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南アフリカ「コマニの⽂化景観」が 
ユネスコ世界⽂化遺産に登録決定 

 
ポーランドのクラクフで催された国際連合教育科学⽂化機関（UNESCO）の世界遺産委
員会において、「コマニの⽂化景観（Khomani Cultural Landscape）」が南アフリカで
９番⽬の世界遺産として登録されることが決定した。南アフリカの⽂化遺産としては５番
⽬となる。 
 
南アフリカ国⽴公園局のフンディジレ・ムケテニ最⾼責任者は「コマニの⽂化景観の世界
遺産（⽂化遺産）への登録は、アパルトヘイト時代の強制排除によって⽂化的⽣活と伝統
的慣習を著しく損なわれたコマニ・サン族の尊厳の回復を象徴する極めて意義深いもの。
また、カラハリ・ゲムズボック国⽴公園とハラハーディ・トランスフロンティア・パーク
の類い稀な魅⼒と、多様な伝統⽂化の保護と振興に向けた南アフリカによる努⼒が⾼く評
価されたことを意味する」と述べている。ムケテニ最⾼責任者によると、今回登録された
世界遺産（⽂化遺産）にはサン族の歴史、移住、暮らし、思い出、物資にまつわる史跡な
ど、⽯器時代から現在までの⼈間作業の形跡が残る地域が含まれている。 
 
コマニの⽂化景観は、南アフリカ国⽴公園局の管理下にある世界遺産としては、ケープ植
物区保護地域群（⾃然遺産）、マプングブェの⽂化景観（⽂化遺産）に次いで 3 番⽬。
なお今回の世界遺産への申請は、コマニ・サン南アフリカ国⽴公園局（Khomani San 
SANParks）、ピースパークス財団（The Peace Parks Foundation）、エコアフリカ協
会（EcoAfrica）、南アフリカ環境省によるコラボレーションを通じて⾏われた。 
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南アフリカ観光局 I Do Tourismキャンペーンの⼀環で 
「ツーリズム・ストリート」の開催を呼びかけ 

 
南アフリカ観光局は先頃、国内の地⽅⾃治体に向けて、来たる 9 ⽉ 30 ⽇に「ツーリズム・
ストリート」を積極的に主催するよう協⼒を呼びかけた。同局では今年の Africa's Travel 
INDABA 2017 で「I Do Tourism」と題した新たなキャンペーンの開始に伴い、7 ⽉の
ツーリズム・マンスには国内の全９州を巡り、各州の観光当局や旅⾏業界関係者を集めて
キャンペーンへの⽀援と連携を求めている。 
 
今回の「ツーリズム・ストリート」開催の呼びかけについて、南アフリカ観光局のマギー・
ホワイトハウス最⾼マーケティング責任者（CMO: Chief Marketing Officer）は「ソウ
ェトのフィラカジ・ストリートで毎⽉最終⽊曜⽇、ヨハネスブルグとケープタウンで最初
の⽊曜⽇に開催されているストリート・イベントと同様のコンセプトに基き、全国各地で
ストリート・マーケットのような催しを⼀⻫に繰り広げたいと考えている。各コミュニテ
ィ主導の下で飲⾷品の販売はもちろん、ライブ⾳楽をはじめとした様々なアクティビティ
を展開しながら、観光促進への関与を通じた『I Do Tourism』への協⼒の輪を広げてい
きたい」と述べている。 
 
ホワイトハウス CMO は、「ツーリズム・ストリート」への参加に関⼼を⽰している全国
の地⽅⾃治体に対して実施計画の提出を求めており、南アフリカ観光局が運営するソーシ
ャルメディアなどを通じて、それぞれの催しに関する告知活動を⽀援していく。  
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南アフリカ政府、訪問者の安全強化を図るための 
観光モニタープロジェクトを開始 

 
南アフリカ観光省は、主要な観光地における治安向上と安全強化を図るため、「観光モニ
ター」と称する⼈員の訓練および配置を進めていくプロジェクトを開始した。 
 
先頃、ステレンボッシュで開催された南部アフリカ観光サービス協会（SATSA）による
会議にて、南アフリカのトコジレ・カーサ観光⼤⾂は今回のプロジェクトについて、今年
9 ⽉にハウテン州で試験的に導⼊することを明らかにしたうえで、主要な観光地での警備
と安全を強化する⼿段として、地域社会の若者たちを対象に訓練を施していくと説明して
いる。 
 
新たに開始したプロジェクトは、観光の重要性を南アフリカ国⺠へ周知徹底することを⽬
的とし、南アフリカ観光局が展開している“I Do Tourism”キャンペーンと連動するもの
であるとカーサ観光⼤⾂は強調している。南アフリカ観光局のシサ・ンツォーナ最⾼責任
者は、SATSA の会議において、“I Do Tourism”キャンペーンは南アフリカへの招待状で
あるとしながら、「国⺠⼀⼈ひとりが⾃ら果たすべき役割を担っている。観光産業の発展
は経済成⻑に直結する」と述べている。 
 

また省庁間の連携に関してカーサ観光⼤⾂は、先頃ヨハネスブルグのO.R.タンボ国際空

港とその周辺における防犯対策の強化を発表した警察省など、各省庁と密接に連携しなが

ら観光客の安全強化に向けた協議を進めていると述べている。さらにカーサ観光⼤⾂は、

出⼊国審査に関する話題についても触れ、観光省はかねてからの懸案事項については内務

省と話し合いを続けているとしたうえで、最終的な解決に向けて観光産業が⼀丸となって

課題に取り組んでいく姿勢が重要であると強調した。  



                     

  

24 
 

The Spirit of South Africa 

 
 

 

南アフリカ観光局  最新ブランドビデオを公開 
 
南アフリカ観光局は9⽉1⽇、南アフリカ国内各地で撮影された最新のブランドビデオを
Youtubeで公開した。「Meet South Africa – a story at every turn」と題された新ブラ
ンドビデオの制作に際しては、南アフリカ出⾝の著名監督でTVドラマや映画、ミュージ
ックビデオなどを⼿がけるテボホ・マラツィ（Teboho Mahlatsi）を起⽤するとともに、
ケープタウンを拠点に活躍中の写真家でインフルエンサー／インスタグラマーとしても
注⽬を浴びているフロニ・コールマン（Hloni Coleman）がスティル写真の撮影を担当し
た。 
 
今回のビデオは、ムバコ（Mbhaco：コサ族の伝統的なウェディングドレスに現代⾵アレ
ンジを加えたもの）のデザイナーで東ケープ州出⾝のベキ（Bheki）を主⼈公としたスト
ーリー仕⽴ての構成となっており、新たなデザインへの取り組みに際して、インスピレー
ションを探し求めながら南アフリカ各地を旅する模様が描かれている。 
 
各地で笑顔による歓迎を受けながら旅を続けるベキは、多くの⼈々との出会いを通じて南
アフリカに息づく多様な⽂化の魅⼒との出会いを重ねていく。訪問先にはそれぞれ独⾃の
魅⼒が備わり、伝統⽂化を受け継ぐ⼈々との印象的な出会いや思い出深い体験を積み重ね
ることで、ベキは新たなムバコの創作に向けて多くのインスピレーションを得ていく。 
 
南アフリカ観光局のマギー・ホワイトハウス最⾼マーケティング責任者は「南アフリカが
放つ魅⼒を鮮やかに捉えた最新ビデオの完成をとても嬉しく思う。今回の作品では⼤都会
や⼤⾃然への旅を続けながら⼈々との出会い、⽬に⼊る景⾊、⽿にする⾳に感銘を受ける
ベキの様⼦が描かれているが、これは南アフリカへの訪問者⼀⼈ひとりの旅⾏体験が写し
出されたものに他ならない」と⾔及。さらに、「最新ブランドビデオの狙いは、⼈々に感
動とインスピレーションを与えながら、南アフリカへの関⼼を⾼め、旅情を掻き⽴てると
ともに、各⾃の出⾝国内での旅⾏も後押しすることにある。これは国と南アフリカ観光局
が掲げる、今後５年以内で国内外からの旅⾏者数を500万⼈増やす『5 in 5観光成⻑戦略』
の⼀環である。⼈々を南アフリカへと誘うためのインスピレーションを与え、さらなる訪
問者を獲得することは南アフリカ観光局の使命であり、今回のビデオはこれを具現化した
ものと⾔える」と述べている。 
 
全編8分の最新ブランドビデオは60秒のサマリー編と併せて以下のリンクで公開されて
いる。 
8分バージョン：https://www.youtube.com/watch?v=3KMg0r9k0PI&t=500s 
60秒バージョン：https://www.youtube.com/watch?v=qm9goaJTwz8 
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今後のマーケティング活動の予定 

 

 

 
 

 

南アフリカのお話＠中央区久松幼稚園 
2017 年 11 ⽉ 13 ⽇ 

クラブツーリズム旅⾏説明会（有楽町） 
2017 年 10 ⽉ 28 ⽇ 

OTOA ワークショップ（⼤阪） 
2017 年 10 ⽉ 31 ⽇ 

阪急交通社旅⾏説明会（新橋） 
2017 年 12 ⽉ 2 ⽇ 


